
 

  

平成24年５月21日 

各  位 

会   社   名  月島機械株式会社 

代 表 者 名   代表取締役社長 山田 和彦

(コード番号：6332 東証一部・大証一部） 

問 合 せ 先  執行役員 管理本部 

財務部長 高野 亨 

（TEL．03－5560－6521） 

  

（訂正・数値データ訂正あり）「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について  

  

  平成24年５月９日に発表いたしました「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の内容に一部訂

正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

  なお、訂正個所には下線を付して表示しております。 

  

 記 

［40ページ］ 

【訂正前】 

 
  

５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,646 6,646

資本剰余金

資本準備金 5,485 5,485

資本剰余金合計 5,485 5,485

利益剰余金

利益準備金 1,026 1,026

その他利益剰余金

退職給与積立金 161 161

配当準備積立金 1,320 1,320

固定資産圧縮積立金 1,957 1,939

別途積立金 6,919 6,919

繰越利益剰余金 17,300 18,216

利益剰余金合計 28,685 29,582

自己株式 △592 △593

株主資本合計 40,225 41,121

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △18 412

繰延ヘッジ損益 △0 △0

評価・換算差額等合計 △18 412

純資産合計 40,206 41,534

－ 1 －



  
【訂正後】 

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,646 6,646

資本剰余金

資本準備金 5,485 5,485

資本剰余金合計 5,485 5,485

利益剰余金

利益準備金 1,026 1,026

その他利益剰余金

退職給与積立金 161 161

配当準備積立金 1,320 1,320

固定資産圧縮積立金 1,957 2,103

別途積立金 6,919 6,919

繰越利益剰余金 17,300 18,051

利益剰余金合計 28,685 29,582

自己株式 △592 △593

株主資本合計 40,225 41,121

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △18 412

繰延ヘッジ損益 △0 △0

評価・換算差額等合計 △18 412

純資産合計 40,206 41,534

－ 2 －
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【訂正前】 

 
  

（３）株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本
（略）

利益剰余金
（略）

その他利益剰余金
（略）

固定資産圧縮積立金

当期首残高 1,975 1,957

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △18 △18

当期変動額合計 △18 △18

当期末残高 1,957 1,939

（略）

繰越利益剰余金

当期首残高 16,633 17,300

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 18 18

剰余金の配当 △667 △667

当期純利益 1,317 1,565

当期変動額合計 667 915

当期末残高 17,300 18,216

利益剰余金合計

当期首残高 28,035 28,685

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △667 △667

当期純利益 1,317 1,565

当期変動額合計 649 897

当期末残高 28,685 29,582

（略）

－ 3 －



  
【訂正後】 

 
以上

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

（略）

利益剰余金
（略）

その他利益剰余金
（略）

固定資産圧縮積立金

当期首残高 1,975 1,957

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － 164

固定資産圧縮積立金の取崩 △18 △18

当期変動額合計 △18 146

当期末残高 1,957 2,103

（略）

繰越利益剰余金

当期首残高 16,633 17,300

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － △164

固定資産圧縮積立金の取崩 18 18

剰余金の配当 △667 △667

当期純利益 1,317 1,565

当期変動額合計 667 751

当期末残高 17,300 18,051

利益剰余金合計

当期首残高 28,035 28,685

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △667 △667

当期純利益 1,317 1,565

当期変動額合計 649 897

当期末残高 28,685 29,582

（略）

－ 4 －




